２０１４年１０月７日

東上線 秋の恒例イベント！

開業１００周年の今年も内容盛りだくさん！

１１月１６日（日）に森林公園検修区で

「東上線 森林公園ファミリーイベント２０１４」を開催！
～東上線を支えてきた８０００系車両の歴代カラーリングが初めて勢揃いします～
東武鉄道株式会社
東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、２０１４年１１月１６日（日）に森林公園検修区(埼玉県
比企郡滑川町、最寄駅:東武東上線森林公園駅)にて｢東上線 森林公園ファミリーイベント２０１４｣
(入場無料)を開催します。
このイベントは、東上線をご利用の多くのお客さまに日頃の感謝を込めて２００９年から毎年開催
しており、普段では見ることができない車両検修区内において、各種見学や体験、車両撮影会など
盛りだくさんの内容で開催するものです。
今回のイベントでは、東上線が今年で開業１００周年を迎えた記念として、東上線を支えてきた
代表車両８０００系の歴代カラー（３種類）が初めて勢揃いする車両撮影会を行うほか、車庫見学
（事前応募制）、鉄道施設保守車両の作業実演、車両洗浄線の体験乗車、こども制服着用体験
および鉄道グッズや埼玉県Ｂ級ご当地グルメなど各ブースでの物品販売を行い ます。このほか、
東武博物館 花上名誉館長のトークショーなどもあり、盛りだくさんの内容となっています。
また、イベント当日には、本年５月１日に開催した東上線開業１００周年記念セレモニーにて
運転を行い、大変ご好評をいただいた２種のリバイバルカラー車両を連結した特別編成列車・１０両
（ツートンカラー塗装車両：８０００系８１１１号編成・６両とセイジクリーム塗装車両：８０００系
８１１１１号編成・４両）が、当イベントの開催を記念して再運転を行います。この編成は志木～
池袋間、池袋～森林公園間を一般営業列車として運転し、会場最寄駅の森林公園駅にイベント開始
時刻前に到着いたしますので、イベントへのご来場の際は、ぜひこの貴重な特別編成のご乗車を
お楽しみください。なお、特別編成列車は森林公園駅到着後、イベント会場での車両撮影会にも
登場します。
ご来場いただいたお客さまには、東上線オリジナルリフレクター（８０００系セイジクリーム塗装車両）
のプレゼントもございます。東上線を満喫できる当イベントへのご来場をお待ちしております。
概要は別紙のとおりです。
以 上

△8000 系車両の歴代カラーが勢揃いする
車両撮影会（イメージ）

△昨年のイベントの様子
※左より、賑わう物販ブース、車庫見学

お問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター

０３－５９６２－０１０２

<別 紙>
「東上線 森林公園ファミリーイベント２０１４」の概要
１ 開催期日

２０１４年１１月１６日（日）１０時００分～１５時００分
※入場は１４時３０分まで
※雨天決行（荒天中止）

２ 開催場所

森林公園検修区（所在地：埼玉県比企郡滑川町大字羽尾４０７７－１）
東上線 森林公園駅 南口から徒歩約７分

３ 参加方法

自由参加
※ご来場のお客さまに、東上線オリジナルリフレクター
（８０００系セイジクリーム塗装車両）をプレゼント
いたします（なくなり次第終了となります）。

４ 入 場 料

△東上線オリジナルリフレクター
（８０００系セイジクリーム塗装車両）
（イメージ）

無 料

５ イベント開催内容
主なイベント内容は以下のとおりです。詳細内容その他については参考資料をご参照ください。
イベント内容など
１
２

開催時間

車両撮影会

１０時００分～１４時３０分

車庫見学（８０００系車両主制御器試験見学）

１１時００分～１１時３０分

※計３回開催、事前応募制

１３時００分～１３時３０分
１４時００分～１４時３０分

鉄道施設保守車両の作業実演
３

①レール運搬車の作業実演

①１０時３０分～
※今回初実施、計２回開催

②電気検測車のレール走行実演 ※計２回開催

１３時００分～
②１１時００分～
１３時３０分～

４

車両洗浄線体験乗車

１０時３０分～

※計４回実施、乗車券配布あり

１１時１０分～
１２時４５分～
１３時２５分～

５

こども制服着用体験 ※小学生以下限定

終日実施

６

電車の運転台体験・車両操作体験

終日実施

７

非常停止ボタン操作体験

終日実施

８

東武博物館花上名誉館長トークショー

９
１０
１１

１１時００分～

鉄道模型車両展示

１０時００分～１１時５０分

※計２回開催

１３時００分～１４時５０分

埼玉県Ｂ級ご当地グルメの出店

終日実施

その他

終日実施

※東武グループ各社のＰＲや鉄道グッズ販売など
「８１１１号編成＋８１１１１号編成 特別編成列車」の運転

１２

志木 ６時４７分発 普通 池袋行

※池袋

７時１４分着

↓（折返し）
池袋 ７時１９分発 普通 森林公園行 ※森林公園 ８時３１分着
以

上

<参 考>
イベントの内容詳細その他について
１

車両撮影会
東上線開業１００周年を記念し、東上線を支えてきた代表車両・８０００系車両が勢揃いする

車両撮影会を実施します。展示する８０００系車両は、現行３代目のカラーリングに加え、導入
当初のツートンカラー塗装を再現した８１１１号編成、２代目のセイジクリーム塗装を再現した
８１１１１号編成も展示し、８０００系車両の歴代のカラーリング（３種類）が初めて勢揃いする
ことになります。さらに、過去に使用された懐かしのヘッドマークを掲出するほか、お子さまから
本格的に撮影をされる方まで皆さまがお楽しみいただけるよう、車両の近くまで寄って撮影できる
時間帯と、全車両を遠景から撮影できる時間帯をそれぞれ適宜設けます。
①開催時間 １０時００分～１４時３０分
②展示車両 ８１１１号編成、８１１１１号編成、現行の８０００系３編成

計５編成

※展示する車両や時間などは都合により変更になる場合があります。
※８０００系車両のカラーリングの変遷について
１９６３（昭和３８）年１１月～ ロイヤルベージュとインターナショナルオレンジ
（ツートンカラー）
１９７４（昭和４９）年 ６月～ セイジクリーム（単色）
１９８５（昭和６０）年１０月～ ジャスミンホワイトとロイヤルブルーと
リフレッシュブルー（３色） ※現行カラーリング

△8000 系車両の歴代カラーリング
※左より、８１１１号編成、８１１１１号編成、現行８０００系

２

車庫見学（８０００系車両主制御器試験見学）（事前応募制）
普段は見ることのできない、森林公園検修区の検査の様子をご覧いただきます。ご希望の方は、

往復ハガキでお申し込みください。
※応募者が定員を超えた場合は、抽選の上参加者を決定します。
（１）開催時間 １１時００分～１１時３０分
（計３回）

１３時００分～１３時３０分
１４時００分～１４時３０分

（２）参 加 費 無 料
（３）対

象 小学生以上のお子さまと保護者の方２名１組合計６０名（１０組２０名×３回）

（４）募集期間 ２０１４年１０月７日（火）～１１月４日（火）（必着）
（５）そ の 他 ・当選者には、当日の集合時間・場所等を記載したハガキを送付します。
・当選ハガキは、当日、必ずご持参ください。
・お子さまのみでの応募・参加はできません。
・抽選方法や応募状況等のお問い合わせにはお答えできません。
・お客さまの住所・氏名などの個人情報は統計資料・ハガキ発送の際に使用し、
それ以外での使用はいたしません。

（６）応募方法 往復ハガキに以下の事項を記入のうえ、ご応募ください。
返信用ハガキ記入事項：代表者の郵便番号、住所、氏名
往信用ハガキ記入事項：参加希望時間、参加希望者２人の氏名（ふりがな）と
年齢、代表者の郵便番号、住所、氏名、電話番号
＜宛先＞
〒１１３－００３３ 東京都 文京区 本郷三丁目４－７－５０３
株式会社サンウッド制作「東上線ファミリーイベント車庫見学」係

（７）当選発表 往復ハガキの返信をもって、当選とかえさせていただきます。
３

鉄道施設保守車両の作業実演
普段なかなか見ることのできない、鉄道施設の保守車両の作業実演をいたします。長大重厚な

レールを運ぶレール運搬車の作業実演や、電気検測車（架線および信号の検査用車両）の道路から
レールへの車輪の切替え・レール走行など、鉄道の安全運行の取組みを大迫力の動きとともにご覧
いただけます。
（１）レール運搬車の作業実演（今回初実施となります）
・開催時間 １０時３０分開始回、１３時００分開始回の計２回開催予定
（２）電気検測車（架線および信号の検査用車両）のレール走行実演
・開催時間 １１時００分開始回、１３時３０分開始回の計２回開催予定
４

車両洗浄線体験乗車（当日、乗車券配布あり）
車両の外装洗浄の様子を電車の中からご覧いただく、通常では体験することができない乗車

イベントです。乗車時間は約２５分間です。
・開催時間 １０時３０分開始回、１１時１０分開始回、１２時４５分開始回、
１３時２５分開始回の計４回開催予定
※各回開始２０分前に乗車券を配布いたします。
５

こども制服着用体験（小学生以下限定）
東武鉄道の制服を着用し、写真撮影ができます。
今年は、毎年好評の駅係員制服（制帽・上着）に加え、電気・土木作業員の作業着（ヘルメット・
上着）もご用意しています。
※カメラは各自ご持参ください。

６

電車の運転台体験・車両操作体験
車両のドアスイッチ操作や、車内放送などの体験ができます。

７

非常停止ボタン操作体験
押ボタン式踏切支障報知装置の非常ボタンと、駅の非常停止ボタンを押す体験ができます。

８

東武博物館 花上名誉館長トークショー
車両内にて、東武博物館 花上名誉館長による楽しくてためになるトークショーを開催します。
・開催時間 １１時００分より開催予定

９

鉄道模型車両展示
東武鉄道の新旧車両を集めた鉄道模型車両展示をいたします。
・開催時間 １０時００分～１１時５０分、１３時００分～１５時００分の計２回開催予定
※お手持ちの模型車両等をご持参いただいても走行させることはできません。

10

埼玉県Ｂ級ご当地グルメの出店
埼玉県のＢ級ご当地グルメが出店します。この機会に埼玉県の美味しいＢ級ご当地グルメを
お楽しみください。以下のメニューが出店予定です。
・川越市
太麺焼きそば
・東松山市
東松山名物「やきとり」（やきトン）
・嵐山町
辛モツ焼そば
・越生町
越生梅コロッケ
・鶴ヶ島市
茶らーめん
・川島町
すったて
・小川町
のらぼう菜コロッケ

11

その他
東武グループ各社のＰＲや、東武グループバスの展示、和太鼓の演奏、鉄道グッズ・会場限定の
オリジナル弁当の販売や、
「東京スカイツリー®東武カードＰＡＳＭＯ」の入会受付などを行います。
また、東急電鉄、小田急電鉄、首都圏新都市鉄道、西武鉄道、東京メトロ、京成電鉄、京王電鉄、
秩父鉄道、上毛電鉄などの他の鉄道会社も出店します。

12

「８１１１号編成＋８１１１１号編成 特別編成列車」の運転について
現在、東上線開業１００周年記念の一環として１９７４年～１９８５年に東上線で活躍し た
セイジクリーム塗装リバイバルカラー車両（８１１１１号編成・４両）の運行を小川町～寄居間
および越生線坂戸～越生間にて運行をしておりますが、開業１００周年を迎えた本年５月１日に
開催した東上線開業１００周年記念セレモニーにて、すでにリバイバルカラー車両として東武博物館
にて動態保存しているロイヤルベージュとインターナショナルオレンジのツートンカラー車両
（８１１１号編成・６両）を連結、２種のリバイバルカラー車両の特別編成として営業運転を行い
大変ご好評をいただきました。
もう一度その姿を見たいというお客さまのリクエストにお応えし、このたび、当イベントの開催
を記念し再運転を行うことといたしました。全行程とも一般営業列車として運転をいたしますので、
普通運賃にてどなたでもご乗車いただけます。
なお、８１１１号編成につきましては、東上線内の今後の保安設備改良に伴い、東上線を運転
するのはイベント当日が最後となる予定です。鉄道ファンにとって見逃せない非常に貴重な機会と
なりますので、イベントへご来場の際は、珍しい特別編成列車に是非ご乗車ください。
（１）行程
志木 ６時４７分発 普通 池袋行
※池袋
７時１４分着
↓（折返し）
池袋 ７時１９分発 普通 森林公園行 ※森林公園 ８時３１分着
※森林公園検修区イベント会場においてのイベント開始時刻は１０時００分からです。
※８１１１編成が池袋方、８１１１１編成が寄居方で運転します。
※特別編成列車は森林公園到着後、連結を解除し、８１１１号編成、８１１１１号編成ともに
イベント会場にて車両撮影会に登場します。

（２）ご乗車について
全行程とも一般営業列車としての運転ですので、普通運賃にてどなたでもご乗車いただけます。
※志木から池袋までご乗車され、折り返し池袋から引き続きご乗車される際は、志木～池袋間
および、池袋～下車駅間までの普通運賃が必要になりますので、ご注意ください。

△特別編成列車
※画像は本年５月１日の運転の様子

以 上

